平成 29 年度
「おおさかグローバル奨学金」
「海外研修引率助成金」のご案内
大阪府では、公益財団法人大阪府国際交流財団と共同で、「大阪の国際化戦略アクションプロ
グラム」を策定し、世界で活躍するグローバル人材の育成に取り組んでいます。
本奨学金及び助成金は、このプログラムの一環として、大阪の若者の海外進学や海外研修を支
援するために実施するものです。

名称

金額

おおさかグローバル奨学金

50 万円以内

募集人数

内容

20 名以内

府内の高校・高専・専修学校高等課
程等を卒業した者又は卒業見込み
の者で学位の取得を目的として海
外大学に進学する者に対し、授業
料・渡航費等の一部を奨学金として
支給
（府内在住で他府県の高校等を卒
業した者又は卒業見込みの者を含
む）

引率者
海外研修引率助成金

30 万円以内

府内の高校・高専・専修学校高等課
程等に対し、海外研修引率者の渡航
費・海外保険料等海外研修費用の一
部を助成
※交付申請を行う高校等が新たに 10 名以

約 15 名分

上の海外研修を実施するもの、又は既に
10 名以上の海外研修を実施しており、学
校単位の海外研修生が直近年度より増
加している場合のみ

受付期間
■

平成 29 年８月 21 日（月曜日）から 10 月 27 日（金曜日）
最終日は午後５時必着

応募書類送付先・連絡先
大阪府国際化戦略実行委員会事務局
〒559-8555 大阪市住之江区南港北１-14-16
大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）37 階
（大阪府府民文化部都市魅力創造局国際課内）
ＴＥＬ：06-6948-6781
ＦＡＸ：06-6948-6795
Ｅ-mail：osaka-02@osakaglobal.jp

平成 29 年度
「おおさかグローバル奨学金」募集要項
大阪府国際化戦略実行委員会 （大阪府・公益財団法人大阪府国際交流財団、以下「実行委員会」
という。）は、世界で活躍するグローバル人材を育成し、大阪の国際競争力を強化するため、海外
進学を行う者に対し、奨学金を支給します。
■ 応募資格 次の（1）から（7）までの要件をすべて満たす者
（1）大阪府内に所在する高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。
）
、特別支援学校高等部、高等
専門学校又は専修学校高等課程（以下「高校等」という。）を卒業した者又は卒業見込みの者。
府内在住で他府県の高校等を卒業した者又は卒業見込みの者を含む。
（2）学位の取得を目的として海外の大学に進学する者。
大学編入のためにコミュニティカレッジ、ファウンデーションコースに入学する者を含む。
（大学院・語学学校への入学やダブル・ディグリーは対象外とする。）
（3） TOEFL iBT 45、TOEFL ITP (PBT) 450、TOEFL Junior Standard725、TOEFL Junior Comprehensive315、
IELTS 4.0、英検２級、国連英検 B 級、TOEIC 520 又は GTEC for Student 550 以上を有し、か
つ、進学先大学が求める言語能力条件を満たす(※)見込みがあること。
（4）平成 29 年４月１日現在の年齢が満 23 歳未満であること。
（5）交付決定日（平成 29 年 12 月中旬の予定）から平成 30 年 12 月中旬までの期間（以下「交付対
象期間」という。
）に海外進学のため日本を出国し、かつ、この期間内に奨学金対象経費の支払
いや交付請求手続を完了する者。
（6）過去に本要綱による奨学金の支給を受けていない者。
（7）同年度の交付を対象とする「大阪府高校生留学支援金（短期派遣）」に申請していない者。
(※)「進学先大学が求める言語能力条件を満たす」ことの確認は、交付請求時に、入学許可書等で
行うこととします。
■

交付金額

50 万円以内

■

奨学金対象経費（応募資格（5）の交付対象期間内に支払ったものに限る。）
①海外進学に伴う往復航空運賃(原則エコノミークラスとする)
②燃油サーチャージ、航空保険料、国内空港施設利用料、海外諸税
③海外傷害（旅行）保険料
④査証及び旅券の取得手続に要する諸費用
⑤健康診断料・予防接種料
⑥進学先大学の授業料（入学金・年間登録料・寮費その他経費を除く。）
⑦その他実行委員会会長が必要と認める費用

■

募集人数

20 名以内

■

募集期間

平成 29 年８月 21 日（月曜日）から平成 29 年 10 月 27 日（金曜日）まで
最終日は午後５時必着

■

■

応募手続
下記ウェブの「おおさかグローバル奨学金交付要綱」を熟読の上、同要綱に記載する次の①から
⑧までの書類を、大阪府国際化戦略実行委員会事務局に郵送してください。
①交付申請書（写真貼付） ②進学計画書
③誓約書
④高校の成績証明書（厳封したもの。調査書は不可。
）⑤英語の能力を証明する書類の写し
⑥進学先大学の使用言語が英語以外の場合は、その言語能力を証明する書類の写し
⑦進学先が求める言語能力が記載されたウエブページの写し（日本語訳を含む）
⑧選考結果返信用封筒 １通（定型長３型封筒 235mm×120mm）
申請者の住所・氏名を記載の上、82 円分の切手を貼付してください。
※ウェブアドレス http://osakaglobal.jp/docs/scholarship2017.doc
選考及び結果の通知
（1）書類選考
書類選考の結果は、応募者全員に平成 29 年 11 月上旬に通知します。
（2）面接選考
書類選考に合格した方に対して平成 29 年 11 月 12 日(日曜日)又は 11 月 19 日(日曜日)に実施
します。詳細については、書類選考結果とともに通知します。
【面接日に出席できない場合は不合格となりますので、ご注意ください。】
（3）最終選考
最終選考の結果は、面接実施者全員に平成 29 年 12 月中旬に通知します。

■

選考後の手続
（1）奨学生は、
「奨学金交付請求書」に、奨学金対象経費に係る領収書(写し)及び留学先の入学許
可書（写し）等の必要書類を添付の上、必ず、交付対象期間内に一括して提出してください。
（2）進学先での活動状況について「おおさかグローバル奨学金海外進学状況報告書」を進学後１年
毎に実行委員会に提出してください。また、進学先卒業後１か月以内に「おおさかグローバル
奨学金海外進学結果報告書」を提出してください。

■

奨学生の責務
奨学生は、大阪の国際化戦略アクションプログラム事業への協力等、大阪の国際化に貢献するも
のとします。

平成 29 年度 「海外研修引率助成金」募集要項
大阪府国際化戦略実行委員会（大阪府・公益財団法人大阪府国際交流財団）は、世界で活躍
するグローバル人材を育成し、大阪の国際競争力を強化するため、海外研修を実施する高校等に
対して、海外研修にかかる費用の一部を助成します。
■ 応募資格
次の（1）から（3）までの要件をすべて満たす学校
（1） 大阪府内の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）、特別支援学校高等部、高等専門学
校又は専修学校高等課程（以下「高校等」という。）であり、交付申請を行う高校等が新たに
10 名以上の海外研修を実施するもの、又は既に 10 名以上の海外研修を実施しており、学校単
位の海外研修生が直近年度より増加していること。
（2） 研修先が外国の高校等、大学又は大学院（日本の高校等、大学又は大学院に相当すると認め
られる学校。語学学校も可。）であること。
（3） 交付決定日（平成 29 年 12 月中旬の予定）から平成 30 年 12 月中旬までの期間（以下「交付
対象期間」という。
）に研修のため日本を出国し、かつ、この期間内に助成金対象経費の支払い
や交付請求手続を完了する者。
※ ただし、次の事業参加校を優先します。
（ア）グローバル体験プログラム実施事業 http://hello.ecc.ac.jp/global/experience/
（イ）骨太の英語力養成事業（対象校）
（ウ）海外研修支援
（エ）TOEFL iBT チャレンジ支援
（オ）教員研修（国内：大阪府教育センター研修・大学研修、海外：クイーンズランド大学研修・
独立行政法人教育研修センター海外研修）
（カ）OFIX 国際理解教育外国人サポーター派遣事業
http://www.ofix.or.jp/training/education/dispatch.html
■

交付金額 引率者１名当たり 30 万円以内（引率者１名につき 10 名以上の研修生を引率する場合）

■

助成対象経費（応募資格（3）の交付対象期間内に支払ったものに限る。
）
①海外研修の引率に伴う往復航空運賃(原則エコノミークラスとする)
②燃油サーチャージ、航空保険料、国内空港施設利用料、海外諸税
③海外傷害（旅行）保険料
④査証及び旅券の取得手続に要する諸費用
⑤現地宿泊料（食費を除く） ⑥その他大阪府国際化戦略実行委員会会長が必要と認める費用

■

募集口数
引率者 約 15 名分
引率者１名を１口として応募してください。なお、１校当たりの募集口数は、２口までとします。

■

募集期間

■

応募手続
下記ウェブの「海外研修引率助成金交付要綱」を熟読の上、同要綱に記載する次の①から④まで
の書類を大阪府国際化戦略実行委員会事務局に郵送してください。
①交付申請書 ②実施計画書 ③渡航費等の見積り(請書等) ④選考結果返信用封筒 １通（定型
長３型封筒 235mm×120mm）に学校の所在地、名称、担当者名を記載の上、82 円分の切手を貼付し
てください。
※ウェブアドレス http://osakaglobal.jp/docs/subsidy2017.doc

■

選考及び結果の通知
選考は、書類選考により決定します。選考の結果は、平成 29 年 12 月中旬に通知します。

■

選考後の手続
海外研修終了後、
「海外研修引率助成金交付請求書」に、
「海外研修実績報告書」及び助成対象経
費に係る領収書の写しを添付の上、必ず、交付対象期間内に提出してください。

■

助成金を受けた学校の責務
本助成金を受けた学校は、大阪の国際化戦略アクションプログラム事業への協力等、大阪の国際
化に貢献するものとします。

平成 29 年８月 21 日（月曜日）から平成 29 年 10 月 27 日（金曜日）まで
最終日は午後５時必着

